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IKEA FOOD
FY19

IKEA Foodの取り組み

植物由来のプラントボール
日本での発売をお楽しみに！
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昨年もイケアにとってわくわくが絶えない素晴らし
い一年でした。しかし、イケア創設者であるイング
ヴァル・カンプラードはかつて「やるべきことはまだ
まだある！」と言っていたように、この先のタスクや
機会、課題に取り組むために、私たちはすでに前進
し続けています。

2050年までに、地球上の人口は100億人近くになると推測されていま
す。増加し続ける人口に持続可能な方法で食を提供するにはどうすれば
よいでしょうか。食に関わるグローバル企業として、自問し考えなけれ
ばならない課題の一つです。 

「より快適な毎日を、より多くの方々に」というイケアのビジョンに基
づいて、私たちはより持続可能な未来をつくるためにできることを常に
模索しています。 

しかし、これは私たちが単独では取り組むことのできない課題です。私
たちのビジョンとバリューを共有し、社会起業家精神を持ち、常に未来
の可能性を問い続けるパートナーが必要です。 

2019年度、私たちは次のようなことを考えました。使い捨てプラスチッ
クを段階的に廃止できるとしたらどうなるだろうか。肉のような見た目
と味の植物由来の”ミートボール”を開発できたらどうだろうか。世界的
に有名なシェフや小規模のスタートアップ企業と手を携えて共に取り組
むことができたら？

恐らく今まで以上に、人と自然環境、両方にとっての「幸せ」をイケア
のビジネスの中心に据える必要があるでしょう。若い世代を中心に、世
界のリーダーや企業に向けて、気候変動に対してポジティブな対策を講
じるよう求めるムーブメントが起こっています。 

このムーブメントは、若い世代の食品の選び方にも現れています。地球
の資源の限界に配慮して食を提供することで、この世代をサポートでき
たらどうでしょうか。 

このレポートは、上記のような問いに私たちがど
のように応えようとしているか、どのように目標
を達成しようとしているかを事例とともに紹介し
ています。2019年度に当社が提携したパートナー 
など、さまざまなニュースの詳細もご覧ください。 
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2050年までに、地球上の人口は 
100億人近くになると推定されて
います。増加し続ける人口に持続
可能な方法で食を提供するにはど
うすればよいでしょうか。

MICHAEL LA COUR 
マネージング・ディレクター 
IKEA FOOD SERVICES AB

Hej! 
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最新情報

かわいらしいピンク色
で、地球にやさしい。そ
して何よりもす ばらし
いのは 、そのおいしさ
です！ 

2019年4月、ヨーロッパのイケアビストロでプラ
ントベースのストロベリーソフトアイスの販売を
開始。2019年度末までに、127のイケアストアで
このさっぱりとした植物由来のスイーツをお届け
しました。 

この新しいソフトアイスは果物をベースとし、イチ
ゴのピューレを使っているため、乳製品を避けた
い方や、植物由来の食品を好む方にとって、手ごろ
でおいしいスイーツです。ストロベリーソフトアイ
スのカーボンフットプリントは、乳製品ベースのも
のに比べてわずか半分です。

IKEA Foodでは、植物由来のソフトアイスをグロー 
バルで導入することを目標に、ほかのフレーバー
の植物由来ソフトアイスの開発に引き続き取り組
みます。 私たちはイケアビストロを、ベジタリア
ン、ビーガン、準菜食主義者、そして甘いものが好
きな人、すべての方々のための美味しいスイーツを
楽しめる場所にしたいと考えています。

ストロベリーソフトアイス

使い捨てプラスチック製品を段階的に廃止することを目標に、イケアレ
ストラン、ビストロ、カフェに新しい使い捨て製品を導入しています。既
存のカップ、カトラリー、ボウル、プレート、ストローは、再生可能な資
源を材料とするより持続可能な製品に替えていきます。

これは一見簡単そうに見えて、実際には簡単なことではありません。新し
い使い捨て製品の開発プロセスでは、ある大きな課題に直面しました。
それは、ホットドリンクとコールドドリンクの使い捨てカップの内側コー
ティングです。食の安全の観点から、飲料に使用されるすべてのカップに
は、液体が紙にしみ込んだり漏れたりしないように、薄いコーティング層
が必要になります。この安全のための必須要件を満たす、現在市場に出
回る唯一のソリューションがプラスチックなのです。イケアはこの課題に
対しても、パートナーやサプライヤーと共に引き続き取り組んでいます。 

一方でイケアは、石油由来の新品のプラスチックでコーティングされた
紙コップをすべて、サトウキビからつくられたより持続可能なプラスチッ
クコーティングのカップに替えました。サトウキビは再生可能な素材であ
り、現在業界内で利用可能な選択肢としてはもっともサステナブルなも
のです。

使い捨て製品を
よりサステナブルなものに イケアで使い捨てプラ

スチックを段階的に廃
止する取り組みにおけ
る重要なステップ

私たちは、より持続可能なソリューション
を見つけるための選択肢や機会を継続的
に模索しており、プラスチックを使用しな
い紙コップを近い将来導入できると考えて
います。

動画をチェック！
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2019年度、人気のミートボールシリーズにサーモンボールが新たに
加わりました。 

サーモンフィレとしては使用できない切れ端にだって可能性があり
ます。身はほかの部分と変わらずおいしいのです！しかし、骨と身を
どう分ければよいのでしょうか。時には昔ながらの身近な方法が、 
もっともよい解決方法であったりします。この場合、「ティースプーン
を使うこと」でした。これは、スウェーデンの伝統的な魚料理専門レ
ストランでも使用されている方法です。

こうして実現したサーモンボールは、A SC 認証の養 殖サーモン
と、MSC認証の天然タラを使用しています。北欧の海の幸をこの小
さくておいしいフィッシュボールで味わえるなんて！それだけではあ
りません。もっとよいニュース、それはこのフィッシュボールのカーボ
ンフットプリントが、イケアの従来のミートボールの約7分の1である
ということです。

サーモンボールを商品展開に加えることは、美味しく、人に優しく、
環境にも配慮した、より健康的で持続可能な食を幅広く提供すると
いうイケアの目標に貢献しています。

サーモンボール

新しいサーモンボールのカー
ボンフットプリントは、イケア
の従来のミートボールの約7
分の1

植物由来のプラントボールを 
お楽しみに

イケアのもっとも有名なアイコンのひとつはイケアミー
トボールです。クリームソース、マッシュポテト、リン
ゴンベリージャムを添えるのが伝統的な楽しみ方です。

イケアは2019年度、植物由来のタンパク質からつくる肉
のような見た目と味の”ミートボール”の開発をはじめま
した。植物由来の食品は通常、原材料のカーボンフット
プリントがかなり低いため、赤身の肉や豚肉よりもサス
テナブルです。昨年、イケアでは約1,000万個のベジドッ
グを販売しました。これは、植物由来の食品が美味しく
手ごろな価格であれば、多くの人にとって魅力的である
ことを示しています。

植物由来のプラントボールの原材料には、エンドウ豆由
来タンパク質、オーツ麦、ジャガイモ、リンゴが含まれま
す。この新しい植物由来の”ミートボール”が、イケアミー
トボールのファンの方々にインスピレーションをもたら
し、味 や食 感に妥協のない、よりサステナブルな選 択
肢として受け入れていただければと願っています。”ミー 
トボール”と言っても肉は使わず、でも味や見た目は肉そ
のものですから。

ミートボールファンの

皆さん、こんな選択肢

はいかがでしょう？

エンドウ豆由来
タンパク質

オーツ麦 ジャガイモ

リンゴ

日本での発売をお楽しみに！
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2019年度にイケアの食品を
お楽しみいただいたお客さま数 

6億8,000万人

総売上高（全マーケット） ミートボールの年間販売数（グローバル）
21億5,000万ユーロ 10億個

いいね！
スウェーデンフードマーケット商品の
平均評価は5点中4.5
93％のお客さまが
イケアの商品を友人に勧めると回答

4.5/5

イケアの総売上高への
貢献率は約6％

数字で見る
イケアの取り組み

約

1,000万個のベジドッグを販売（2019年度）
1.500 km

エルムフルトとモスクワ間
の距離と同じ！

2019年度末までに、約266万
3,000kgの食品廃棄を削減し
ました。これは、ほぼ600万食
に相当し、1,100万kgを超え
るCO2排出量を回避すること
に相当します。

ウガンダのホワイトナイル地
域で、1万4,500人以上のコー
ヒー農家の人たちがイケアの
取り組み「社会起業家イニシ
アチブ」に従事しました。

イケアは、 MSCまたはASC認
証を受けた、持続可能な漁場
および責任ある農場から魚介
類を調達することに引き続き
取り組んでいます。

UTZ認証は、農法が持続可能
であり、農家やその家族、自然
環境に配慮されていることの
証です。
イケアブランドのコーヒー、
チョコレート、お茶のラベル
には、UTZのロゴがついてい
ます。

IKEA Foodでは、イケアの食品に使用するパー
ム油が責任ある持続可能な方法で栽培および
加工されるよう取り組んでいます。 

取り組み

私たちの目標は、持続可能な認証パーム油をRSPO*によって区
分・管理される供給元から100％調達することです。 
*持続可能なパーム油のための円卓会議

FESTLIGT
ポテトチップス
*日本発売未定

KORVMOJ
ベジドッグ

BÄSTISAR
オーガニックパスタ

BELÖNING/ベローニング
チョコレート

NEW
新商品

2019年度、イケア商品の
SILL DILL/シル・ディル と
SILL INLAGD/シル・イン
ラグド ニシンの酢漬けは
15周年を迎えます

ハッピー
バースデー！15 

周年

1位 ドイツ 2位 中国 3位 アメリカ 4位 イギリス 5位 スウェーデン

トップ
5 *
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毎年、何百万人ものお客さまがイケアのミートボール
を楽しんでいます。イケアレストランでこの伝統的な
スウェーデン料理を注文するためだけに、何時間も
かけて来店されるファンの方もいらっしゃいます。 

「当時、イケアレストランのお客さまにはスムーズかつスピーディーな 
サービスは提供されておらず、品質はふぞろいでした。」と、スウェーデン人 
シェフ、Severin Sjöstedtは話します。食とスウェーデンの伝統料理への情 
熱を持つ彼に、助けてほしいと声がかかりました。「これは深刻な問題で
した。イケアの創業者であるイングヴァル・カンプラードも言っているよう
に、『おなかがすいている人とビジネスをするのは難しい』のです。」

Severinは、完璧なミートボールのレシピづくりに没頭しました。スウェー
デン国内でもミートボールの味については意見が大きく分かれるため、簡
単な仕事ではなく、10か月間、Severinがキッチンから離れることはほとん
どありませんでした。

プロジェクトが開始されてからほぼ1年後、イケアレストランはイケアバー
ジョンのスウェーデン風ミートボールの提供をはじめました。新しいイケ
アストアがオープンするたびに、Severinはお客さまがミートボールを求め
て列をなすのを目にすることになりました。 

2015
ベジボールとチキン
ボールが新たに 
ミートボール
シリーズに加わる

1959
イケアレストラン
の第一号店が 
エルムフルトに
開店

1976
ビストロの 
第一号店が開店

1983
スウェーデンフード 
マーケットの第一号店
が開店

1994
全イケアレストランに 
おいてイケアコンセプト 
としてミートボールを販売

2019
新商品として 
サーモンボール
が登場

2020
「植物由来の 
プラントボール」
を発売予定 

IKEA Foodでは、イケアミートボールの 
人気にインスピレーションを得て、肉、
魚、野菜でつくられたミートボールシ
リーズを生み出しました。2019年度は
新たな挑戦として、肉のような見た目
と味の植物由来のプラントボールを開
発することになりました。 
美味しいイケアのアイコンに、よりサス
テナブルな未来を。

動画をチェック！

おいしさのアイコン
人気のイケアミートボールを生み出したシェフ、 
Severin Sjöstedtをご紹介します。

「私が『おいしさ』のためにコ
ツコツと励んだ小さなことが
多くの人のためになったと聞
くと、心があたたまります。」
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7. 食を楽しむ
一緒に食べるとより楽しい。

食は、人との集いや食文化の違いを楽しみながら、五感で味わうべきです。 
おいしく食べることはよりよい選択をするための鍵となります。

5. ナチュラル
シンプルで健康によい。

高品質の自然食材を使用し、可能な限り添加物を 
減らしつつ、食品の安全性を確保します。

3. 持続可能
人にも地球にもやさしい。

自然環境、公衆衛生、人、そして地域コミュニティを 
保護する取り組みを行う農場および漁場から調達します。

私たちは、人と地球のための食の哲学に関する原則を立てました。 
これは、より快適な毎日をより多くの方々に提供するために、私たちが時間を 
費やして取り組んでいる重要な価値感です。

13 

1. LAGOM（ラゴム）*      
多くも少なくもなく、ちょうどよい。

あらゆる栄養素を摂取することと、必要な量だけを取ることのバランスを取りながら、 
よりよく食べることを人々に促します。たまには羽目を外して好きなものを存分に 
堪能するのもいいでしょう。  
* LAGOMはスウェーデン語で、多くも少なくもなく、ちょうどよいことを意味します。

2. 植物由来
より多くの人々により多くの植物を。

肉を少なめにして、果物、野菜、全粒穀物、豆類、ナッツ、種子などの植物
性食品を多く摂りましょう。  
旬のものやたくさんの種類の食材を楽しみます。

4. 動物福祉
動物性材料を減らしつつ、よりよい供給元から調達。

動物の肉体的および精神的健康と、動物本来の行動が可能な 
適切な飼育環境が優先されます。

6. 食べ物をムダにしない
食べ物は貴重であり、ムダにはできません。

食品ロスや廃棄は、農場から食卓までのさまざまな過程で 
最小限に抑えられるべきです。

つの原則7
食にまつわる
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スウェーデンのモダンな味と
新しい北欧料理の出会い
社会起業家精神と、よい食は人と地球の両方にポジティブな影響をもた
らすという共通の信念のもと、イケアとClaus Meyerは、イケアでの食 
と「スウェーデンのモダンな味」におけるさらなる高みを目指してタッグ
を組みました。このコラボレーションは、「より快適な（かつより美味し
い）毎日を、より多くの方々に」というイケアのビジョンそのものです。

Claus Meyerは料理業界における世界的に有名な社会起業家であり
「ニュー・ノルディック・キュイジーヌ（新北欧料理）」の創始者で、食

のシンプルさ、新鮮さ、季節性、持続可能性への理解を推進する活動
を行っています。2003年、彼はコペンハーゲンにレストラン「Noma」
を共同設立し、世界最高のレストランに4度選ばれました。それ以来、
彼は多くのプロジェクトを推進し、常に農業、食品生産、調理におけ
る従来の考え方に挑戦しています。

Claus MeyerとIKEA Foodは、より持続可能な食が地球にとってだけ
でなく、人の味覚にとってもよりよい選択であることを示し、イケアの
お客さまや顧客との新たな関わり方を探求したいと考えています。

Claus Meyerについて

Claus Meyerは30年間にわたり、社会起業家と
してベンチャー事業を次々と立ち上げ、社会活
動家としても活動しています。デンマークの食文
化の窮状に立ち向かうため、可能性と品質を推
進する取り組みを行ってきました。

現在、Meyersグループは、農場から食卓まで
のバリューチェーンにおけるすべての過程にお
いて活動しています。主な活動は、レストラン
や食堂の運営、ケータリング、ベーカリー、果樹
栽培、プロセシング活性、チームビルディング、
リサーチ、コミュニケーション、教育、コンサル 
ティングです。

2010年、Claus MeyerはMelting Pot Foundation
（メルティングポット財団）を設立し、デンマー

クの刑務所、ボリビアのスラム街、最近ではブ 
ルックリンのブラウンズビルで活動を始め、料
理とホスピタリティのトレーニングを提供するこ
とにより、再社会化を促進し、貧困の改善に取
り組んでいます。 

イケアとClaus Meyer 

「スウェーデンのスモーランド地方から生まれたイ
ケアのこのグローバルなファミリーレストランが、

『新北欧料理』の普遍的な価値を活用して、運営す
る地域コミュニティに利益をもたらし、意義のある
やり方で食を提供していくことはとても素晴らしい
ことです。」

Claus Meyer

インタビュー動画を
チェック！

写真：Meyers
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  都心型店舗：
「スウェーデン・オン・ザ・ゴー」のモダンな味

2018年5月上旬、パリでラ・マドレーヌ・イケ
アストアがオープンした際、「スウェーデン・
オン・ザ・ゴー（スウェーデン料理のお持ち
帰り）」と呼ばれるイケアの新しいフードコン
セプトの運営も始まりました。こういった形
は初となりますが、都市環境における人々の
個々のニーズと味覚に応えるため、現代的で
ユニークな食の体験を提供するという野心
のもと、さらに新しい食のコンセプトを開発
中です。

ラ・マドレーヌ・イケアストアでは、マルメの
IKEA Foodのシェフとイケアフランスのチー
ムが、その場でも持ち帰りでも楽しめる、新
鮮なサラダボックスを開発しました。 

IKEA Foodは6月、スウェーデンの伝統料理 
であるツンブロードを使った新しいメニュー 
を テスト販 売しました 。ツンブロ ードと
はフラットブレッドのことで、クリスプ・ 
レッド、ニシン、ミートボールと同様にスウェー 
デンの食文化の中心的な存在です。

マルメのポップアップ店舗では、五感を刺激
するスウェーデンの味を提供するという野心
のもと、美味しさの詰まったツンブロードを 
1つ1つ焼き、お客さまにお届けしました。

私たちはグローバル規模での食の提供をこれか
らも引き続き発展させ、お客さまとの新しい向き
合い方を模索していきます。IKEA Foodの新しい 
食のコンセプトとメニューは 、世界 の 都 市に 
オープンする都市型店舗においてテスト販売す
る予定です。

© Inter IKEA Systems B.V. 2019

新しい


